
プライバシーポリシー改定のお知らせ

いつも当社のサービスをご利用いただきありがとうございます。

お客様に引き続き快適に当社サービスをご利用いただくため、2022年4月1日付けで、当社プライ

バシーポリシーを改定いたしますので、ご案内いたします。

なお、当社がお預かりする個人情報の利用目的について、従来より変更はございません。

今後とも、当社サービスへのご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

【主な改定内容】

● 「3.個人情報の第三者への提供について」

第三者へ提供する場合の事由として、「学術研究の目的のため、学術研究機関等に提供す

る場合」を追加しました。

● 「5.共同利用について」

共同利用する個人情報の管理責任者について、情報を追加しました。また、取得方法につい

てもより具体的に記載いたしました。

● 「7.WebサイトにおけるCookie等の取り扱いについて」

アクセス解析ツールの利用について、情報の取り扱い内容がより明確になるように記載を追

加いたしました。

● その他、条項を分かりやすくするための修正を行いました。

【適用開始日】

2022年4月1日

改定後のプライバシーポリシーは下記よりご確認いただけます。

2022年3月30日
株式会社エイチームライフデザイン

代表取締役　間瀬　文雄



個人情報保護基本方針
株式会社エイチームライフデザイン（以下、「当社」といいます）は､当社がお預かりする様々な個人情報に
対し、個人情報保護の社会的重要性を鑑み、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

個人情報保護基本方針
1. 当社は、個人情報を取得する際には、法令で例外として定められる場合を除き、利用目的を通知または公
表し、適法かつ公正な手段によって取得いたします。また、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超え
た、個人情報の目的外利用はいたしません。

2. 当社は、個人の尊厳を重んじ、個人情報に関する法令と国が定める指針その他の規範等、社会秩序を遵守
のうえ、社内の規程類に則り、当社が保有する個人情報の保護に努めます。

3. 当社は、個人情報を取扱う個人情報保護管理責任者を定め、適切な管理を行い、個人情報の漏洩、滅失ま
たは毀損のリスクを認識して、防止のための合理的な安全対策を講じかつ、是正します。また、利用目的
の達成に必要な範囲内において、当社の保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めます。

4. 当社は、個人情報保護のための社内体制を整備し、これを実効あるものとして運用するとともに、適切な
保護体制を維持するために、経営環境、情報技術動向などからマネジメントシステムを継続的に改善して
いきます。

5. 当社は、個人情報に関わる苦情及び相談への対応窓口として、下記窓口を設置いたします。

「個人情報保護基本方針」と「個人情報の取扱い」に関するお問い合わせ先
株式会社エイチームライフデザイン 個人情報対応窓口
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
mail: lifedesign-privacy@a-tm.co.jp

制定日：2022年2月1日
改定日：2022年4月1日

株式会社エイチームライフデザイン
代表取締役 間瀬文雄



個人情報の取扱いについて
当社は、収集した個人情報に関して、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、以下で述べる内容
に従い適正に取扱うことをお約束し、個人情報の収集に際して、以下の事項を通知いたします。

1. 個人情報の安全管理について
1. 当社は、個人情報の漏洩、滅失、破棄・毀損等の防止のために、法令、ガイドライン及び社内規程に従
い、適切な安全管理策を施し、保有する個人情報の保護に努めます。また、従業員に対しても個人情報の
適切な取扱い等についての教育を行い、その保護に万全を期するよう努めます。

2. 当社は、利用目的の達成のために必要な範囲内で、個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託す
る場合があります。この場合、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督
を行います。

2. 個人情報の取得と利用目的について
2.1. 個人情報の定義
個人情報とは、生存する個人に関する以下の情報を指します。
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含
みます）

(2)個人識別符号（個人情報保護法第2条第2項の定めと同義とします）が含まれるもの

2.2. 個人情報の利用目的
当社は、特に目的を明示しない限り、次に掲げる目的で個人情報を取得し、当該目的の達成に必要な範囲内
において利用いたします。
(1)当社が提供するサービス（以下、「当社サービス」といいます）に関連して
①当社サービスの提供及びご案内並びに提携事業者（当社サービスを提供するにあたり、当社と提携した
ものをいい、以下同じとします）が提供するサービスのご案内のため

②当社サービスの運営並びにこれらの開発、運用及び保守のため
③当社サービスのうち、各種会員サービスへの登録及びその確認、並びに会員サービス提供のため
④当社サービスの利用状況の確認のため
⑤当社サービスの向上、改善に向けた情報収集及び新たなサービスを開発するため
⑥当社サービスのメンテナンス情報、その他当社サービスをご利用いただく上で重要となる事項をお知ら
せするため

⑦当社サービス等の安全なご提供を確保するため
⑧当社のメールマガジンの配信のため
⑨当社が主催・協賛等によって関与するイベント等の案内及び運営のため
⑩当社サービスに関する情報提供や、キャンペーンのご連絡のため
⑪当社サービスに関するアンケート実施のため
⑫投稿いただいたコメント、口コミ情報のサイトへの表示のため
⑬当社サービスを通じて購入された商品及びキャンペーンやアンケートに対する景品・謝礼の発送のため
⑭適切な広告配信の実施に向けたマーケティング調査のため
⑮当社サービスの利用に関わる統計資料作成のため
⑯当社、当社グループ会社、並びに提携事業者及び広告主が取扱っている商品・サービスに関する営業上
のご案内のため

⑰当社へのご質問、お問い合わせなどに回答するため
(2)お取引先に対して
①当社の営業活動、連絡のため
②当社サービスの改善及びマーケティング調査並びに新たなサービスを開発するため
③当社が主催・協賛等によって関与するイベント等の案内及び運営のため
④当社サービスに関するアンケート実施のため

(3)当社採用情報へ応募される方に対して
①応募確認及び選考のため
②選考に関するご連絡のため
③内定後の各種条件設定及び採用確定後の手続きのため

3. 個人情報の第三者への提供について
当社は、以下の場合を除き、お客様から取得した個人情報を第三者に提供することはいたしません。
1. あらかじめお客様の同意をいただいている場合（当社サービスの提供に伴い、提携事業者が提供するサー
ビスをご案内するため、当該提携事業者に対して個人情報を提供する場合を含みます）

2. 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
3. 合併、会社分割、営業譲渡その他の事由による事業の承継に伴い、個人情報が提供される場合



4. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、お客様の同意を得ることが困難な場合
5. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して
協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ
れがある場合

6. 裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報について開示を求められた
場合

7. 学術研究の目的のため、学術研究機関等に提供する場合（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研
究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除きます）

8. その他、個人情報の保護に関する法律その他の法令で認められる場合

4. 共同利用について
当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。

共同して利用する者の範囲 当社グループ会社
詳細はこちらからご参照ください（
https://www.a-tm.co.jp/about/outline/）

共同利用の目的 「個人情報保護の取扱いについて」2.2に記載した利用目的に同じ
（ただし、共同利用の利用目的については、「当社」を「当社及び当
社グループ会社」と、「当社サービス」を「当社及び当社グループ会
社が運営するすべてのサービス」と読み替えるものとします）

共同して利用する個人情報の項目 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等の属性情報及び
職業や性別その他ご提供いただいた情報、当社サービスの利用履歴、
お問い合わせの内容等

共同利用する個人情報の管理責任者 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
株式会社エイチームライフデザイン
代表取締役　間瀬 文雄

取得方法 当社グループ会社各社の営業活動及びお問い合わせ等を通じて、口
頭、書面（申込書、電磁的記録、Web画面等を含みます）、録音、録
画、電磁的方法その他の相当な方法で取得

5. 個人情報の開示等のお問い合わせと手続について
お客様ご本人が、お客様の個人情報に関して開示、訂正、追加、削除等を希望される場合は、上記「個人情
報対応窓口」までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。お問い合わせの際に、お客様ご本人であ
るかについて、確認をさせていただきますので、あらかじめご了承ください（ただし、法令上認められる場
合はこの限りではありません）。開示、訂正、追加、削除等をご希望の場合は、諸手続きについて、上記
「個人情報対応窓口」にご確認ください。

6. WebサイトにおけるCookie等の取扱いについて
6.1.当社では、当社サービスの利便性向上、統計データ分析及び広告の効果測定の目的でCookie（クッキー）
及びウェブ・ビーコンなどの統計的なサイト利用情報を取得しています。
Cookie（クッキー）とは、当社のWebサイトを快適にご利用できるように、Webサーバがお客様のブラウザに
送信する情報です。なお、お客様は、Cookie（クッキー）の受け取りを拒否するように設定することもでき
ますが、その場合、当社Webサイトが提供するサービスの全部または一部をご利用できなくなることがありま
すので予めご了承ください。また、当社Webサイトのリンク先である当社以外が運営するWebサイトにおける
個人情報の取扱いについては、当社は責任を負うことはできません。
また、ウェブ・ビーコンとは、ウェブサイトに埋め込まれた小さな画像ファイルをいい、お客様によるWebサ
イトへの訪問の有無や訪問回数等の統計データを把握することができるものです。ウェブ・ビーコンには、
個人を特定する情報は含まれておりません。

6.2. Google等の第三者配信事業者(*1)により、当社サービスの広告がインターネット上のサイトに表示されて
いますが、これらの第三者配信事業者は、Cookie等の識別情報を使用することで、過去に当社Webサイトへア
クセスした情報に基づいて広告配信を行います。また、当社が保有する個人情報を暗号化し、これらの第三
者配信事業者が保有する情報と照合した結果に基づき広告配信を行うことがあります。なお、当社が運営す
るサービスで利用する主な第三者配信事業者及び当該第三者配信事業者による広告配信無効化の手続き（オ
プトアウト）は以下をご確認ください。

*1 主な第三者配信事業者は以下のとおりです。



第三者配信事業者 プライバシーポリシー オプトアウト方法

株式会社マイクロ
アド

https://www.microad.co.jp/privacy/ http://send.microad.jp/w3c/index.html

デジタル・アドバ
タイジング・コン
ソーシアム株式会
社

https://m.dac.co.jp/utility/rule/ https://www.dac.co.jp/utility/data-polic
y

MediaMath Japan株
式会社

https://www.mediamath.co.jp/privacy-
policy.php

https://www.mediamath.com/ad-choices-opt
-out/

Google LLC https://policies.google.com/privacy?
hl=ja&gl=jp

https://support.google.com/ads/answer/26
62922?hl=ja

ヤフー株式会社 https://privacy.yahoo.co.jp/jp201910
01.html

https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/inde
x.html

CRITEO株式会社 https://www.criteo.com/jp/privacy/ https://www.criteo.com/jp/privacy/

Meta Platforms,
Inc.

https://www.facebook.com/legal/terms https://www.facebook.com/help/1093782694
82053?helpref=hc_global_nav

Twitter, Inc. https://twitter.com/ja/privacy https://help.twitter.com/ja/safety-and-s
ecurity/privacy-controls-for-tailored-ad
s

LINE株式会社 https://terms.line.me/line_rules/ https://terms.line.me/line_rules_optimiz
e?lang=ja

株式会社D2CR https://www.d2cr.co.jp/privacy https://www.d2cr.co.jp/guideline

株式会社オプティ
マイザー

https://www.optimizer.co.jp/%e4%bc%9
a%e7%a4%be%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%80%
8b%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bf%
9d%e8%ad%b7%e6%96%b9%e9%87%9d/

https://www.optimizer.co.jp/%e4%bc%9a%e7
%a4%be%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%80%8b%e4%ba
%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bf%9d%e8%ad%b7%
e6%96%b9%e9%87%9d/

GMO TECH株式会社 https://gmotech.jp/privacy/ https://gmotech.jp/handling/

スマートニュース
株式会社

https://www.smartnews.com/privacy/ https://www.smartnews-ads.com/optout/

株式会社Gunosy https://gunosy.com/about/privacy https://gunosy.com/ads/optout

Appier Inc. https://www.appier.com/ja/privacy-po
licy/

https://www.appier.com/ja-jp/about/priva
cy-policy

RTB HOUSE JAPAN株
式会社

https://www.rtbhouse.com/privacy-cen
ter/services-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/jp/privacy/

6.3. Facebookのカスタムオーディエンスを利用した広告配信について
当社は、当社サービスの利用状況をもとにした広告を表示するため、Meta Platforms, Inc.が提供する
Facebookカスタムオーディエンスを利用します。当該機能を利用する際に、お客さまからお預かりしたメー
ルアドレス、電話番号等をハッシュ化したデータをMeta Platforms, Inc.に提供しております。Facebookカ
スタムオーディエンスを利用した広告配信の停止については、オプトアウトページ（
https://www.facebook.com/about/ads）をご確認ください。

6.4.LINEのオーディエンス機能を利用した広告配信について
当社は、当社サービスの利用状況をもとにした広告を表示するため、LINE株式会社が提供するサービス「オー
ディエンスデータ機能」を利用します。当該機能を利用する際に、お客さまからお預かりしたメールアドレ
ス、電話番号等をハッシュ化したデータをLINE株式会社に提供しております。LINEのオーディエンス機能を利
用した広告配信の停止については、オプトアウトページ（https://optout.tr.line.me/）をご確認ください。

6.5. アクセス解析ツールの利用について
当社サービスでは、Webサイト及びサービス改善を目的とし、第三者企業が提供する各種アクセス解析ツール
を導入しています。これらの解析ツールでは、お客様が閲覧したページに関する情報など、当社サービス内
で行われた行動に関する情報を収集し、分析しています。これらのデータは匿名で収集されており、個人を
特定するものではありません。ただし、Webサイト上でお客様に有益と思われる情報を表示する目的で、当社
が保有する個人情報と、行動に関する情報を紐付けることがあります。また、第三者企業が直接収集する情
報については、第三者企業が定めるプライバシーポリシーに従い管理されます。当社が使用する主な解析
ツールの規約・プライバシーポリシーについては、以下をご確認ください。



アクセス解析ツール 利用規約 プライバシーポリシー

GoogleAnalytics
（Google LLC）

https://marketingplatform.google
.com/about/analytics/terms/jp/

https://policies.google.com/privacy

Google Search
Console
（Google LLC）

https://policies.google.com/term
s

https://policies.google.com/privacy

GoogleOptimize
（Google LLC）

https://policies.google.com/term
s

https://policies.google.com/privacy

Contentsquare
（株式会社ギャプラ
イズ）

https://contentsquare.com/legal/
terms-conditions/

https://contentsquare.gaprise.jp/policy/

UserInsight
（株式会社ユーザー
ローカル）

https://secure.userlocal.jp/ux/a
dmin/tos

http://www.userlocal.jp/privacy/

USERGRAM
（株式会社ビービッ
ト）

https://help.usergram.info/artic
le/217-article

https://www.bebit.co.jp/privacy/

Similarweb
（株式会社ギャプラ
イズ）

https://www.similarweb.com/corp/
legal/terms

https://www.similarweb.com/corp/legal/pri
vacy-policy/

visual website
optimizer
（Wingify Software
Pvt. Ltd.）

https://vwo.com/terms/ https://vwo.com/privacy-policy/

Microsoft Clarity
（Microsoft
Corporation）

https://clarity.microsoft.com/te
rms

https://privacy.microsoft.com/ja-jp/priva
cystatement

Kaizen Platform
（株式会社 Kaizen
Platform）

http://docs.kaizenplatform.net/j
a/tos/

http://docs.kaizenplatform.net/ja/privacy
/

KARTE
（株式会社プレイ
ド）

https://karte.io/legal/terms-of-
use.html

https://karte.io/karte-policy.html

Beusable
（株式会社ビューザ
ブル）

https://www.beusable.co.jp/terms
/

https://www.beusable.co.jp/policy/

Yahoo!DMP
（ヤフー株式会社）

https://about.yahoo.co.jp/common
/terms/

https://privacy.yahoo.co.jp/

Pardot
(Salesforce.com,
inc.)

https://www.salesforce.com/conte
nt/dam/web/en_us/www/documents/l
egal/salesforce_MSA-jp.pdf

https://www.salesforce.com/jp/company/pri
vacy/

7. 改定について
当社は、法令の変更等に伴い、本プライバシーポリシーを変更することがあります。変更された最新のプラ
イバシーポリシーは本ページにて開示します。


